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はじめに 

□芸術とは何か 

 私はトルストイの生きざまに、かなり共感するところがあり、何でも彼んでもトルスト

イの言葉たちを信じてしまう癖がある。そんな訳で、「芸術とは何か」などと問われると、

すぐにトルストイの芸術論を紹介したくなる。そんな訳で、まずその原文から紹介したい。 

「芸術とは、一人の人が意識的に何か外に見えるしるしを使って、自分の味わった気持

ちを他の人に伝えて、他の人がその気持ちに感染して、それを感じるようになるという人

間の働きだ。」と明快に述べています。数百年前に生まれた芸術であっても、当時の人が

感動した思いは、現代にまでつながり、今生きている者たちにも、その感動した気持ちが

味わえるところに、芸術の真の務めがあるような気がするのです。諸々の作品たちが全て

「芸術」なのではなく、それ以外の表現作品であっても時代を越えて誰かに伝えることが

出来れば、それはもう「芸術」なのだ。もっと分かりやすく言えば、どんなに立派に見え

る絵画や彫刻であっても、何のバックグランドもないものは、「芸術」ではないということ

になるのです。しかし、「芸術」である事が良いことで、芸術でないことが悪いことなのか

と言う事ではない。結局、最後は、作家の人間としての生き様の問題に帰結するのです。

「芸術」は他人の真似事では感動しないし、己の美しいという独自の生き方を、芸術する

生き方をしなくては、芸術の体現はできないと言う事なのだろう。 

もう一つ、トルストイの言葉を引用する。『芸術は技芸(ツール)ではなく、それは、芸術

家が体験した感情の伝達(スキル)である。』と言っているが、作品と人格が結びついている

ところに芸術が宿るとも言えるようです。様々な表現手段で、己の魂や感情を表面化し、

伝達していくという訳だろう。他の人の気持ちを共感させ、追体験として感動を生じさせ

る人間の働きが芸術なのだと言う事に尽きるのだが、いささか胡散臭い気もする。どんな

写真が、芸術であるのかの問いを提案し、その回答を導き出すのが今回の基調提案なのだ

が、短絡的に言い難い難問である。 

そんな訳で、写真って何かを復習してみる。 

□写真について 

写真を大雑把に分けると①商業写真②ドキュメント写真③芸術写真となるだろう。この

芸術写真とは「何か」を定義すれば、主体的に、自分の表現やアイデアを表現するため、

写真を撮り印画紙に焼き付けて形にした「作品」と言う事になる。美術館やギャラリーで



見る作品たちには、「心に長く残るような写真」、「意味深な写真」、「思いもしない発想」に

心動かされるものです。そんな作品は、パソコンの画面や写真集で見ていたマチェール(質

感)との違いに驚くことでしょう。それは、作品が想像以上の大きさであったり、様々な技

法が駆使されていたり、展示の仕方に意外性と驚きを持たせたり、展示を含めた写真の見

せ方が多様であり進化しているのです。今日の写真は、現代アートの一端を担うツールと

スキルとして、すっかり容認されているのが現代なのです。 

以前のシンポジウムでも紹介しましたが、ドイツの写真家「アンドレアス・グルスキー」

（Andreas Gursky, 1955 年 1 月 15日 - ）の『ライン川 II』（1999）という作品が 4.3億

円で買われたのです。その値段には、それなりの理由や背景があるわけですが、単に売り

手買い手の経済論では語れないものがあります。そもそも、写真作品に対する見られ方も、

これまでに比べ、より深く、より多様化して来ていると言われますが、その実態は定かで

はありません。スマホ全盛時代の写真が、水や空気のように気安く使い捨てされている今

の時代でも、写真作品が現代のアートを牽引する知的な表現法になっていることを知れば、

写真とは何かと考える事に深みが増すことでしょう。そこから、写真と芸術の接点が明確

になっていけば良いのですが。 

□芸術写真とは 

先にも述べたが、芸術写真は、写真家個人の持つビジョンを反映して撮影された作品で

あるのです。その対極にあるのが商業写真です。それは、第三者の要望に従い客観的に撮

影が行われるのが商業写真であり、芸術(美術)写真は、写真家の主観的な視点で撮影が行

われるのであるから、違うと言えば、まるで異なっているのです。 

□最初期の芸術写真家たち 

最初期の芸術写真家は、ヴィクトリア朝時代のイギリスの写真家「ジョン・ジェイベズ・

エドウィン・メイオール」（John Jabez Edwin Paisley Mayall 1813〜1901 年）の合成写真だと

言われています。それは、1851 年にダゲレオタイプ(Daguerréotype)を使って、聖書の「主

の祈り」のシーンを図解するために撮影したと言われているものです。メイオール自身は、

己を「芸術写真家」と主張していたのですが、他にも、「ジュリア・マーガレット・カメロ

ン（Julia Margaret Cameron、1815 年- 1879 年）」、「ルイス・キャロル（Lewis Carroll 1832

年- 1898 年）」、「オスカー・ギュスターヴ・レイランダー(Oscar Gustav Reilander 1826～1875)」

などもその仲間と言えるのです。 

 

エドウィン・メイオール マーガレット・カメロン   ルイス・キャロル             ギュスターヴ・レイランダー 

また、アメリカでは、「アルフレッド・スティーグリッツ（Alfred Stieglitz, 1864 年- 1946 年）」、

「エドワード・スタイケン（Edward Steichen, 1879 年- 1973 年）」、「ジョン・スザーコウス

キー(John Szarkowski)」、「F・ホーランド・デイ(Fred Holland Day 1864 –1933)」、「エドワー

ド・ウェストン（Edward Weston、1886 年- 1958 年）」などが芸術写真家の巨匠として知ら

れています。特に、彼らは写真を美術の世界に組み入れる努力をしたと言われています。

「スティーグリッツ」に至っては、自作の写真が美術館に正式に収蔵されたりしているの

です。  

https://www.artpedia.asia/alfred-stieglitz/
https://www.artpedia.asia/edward-steichen/


 
アルフレッド・スティーグリッツ       エドワード・スタイケン ジョン・スザーコウスキー ホーランド・デイ エドワード・ウェストン 

□芸術写真（ピクトリアリスム Pictorealism.）の誕生と普及 

芸術写真を語る上で避けて通れないのが「ピクトリアリスム」です。日本では塩谷定好

が有名ですが、1885 年頃の芸術写真は、絵画のスタイルを真似ようとした写真の潮流が、

芸術写真の先駆的な活動だったようです。  

当初、写真を扱う者は科学者や職人と同じ様に見られていたのですが、その中から「芸術

としての写真」を目指すピクトリアリスム写真が生れたのです。その写真は、夢のような、

ロマンチックで画像の曖昧な写真であったようです。絵画的な写真と言う事は、一般的に

言う「ファインアート(fine art)」として認識された訳ではないのです。日本での芸術写

真は、現在でもピクトリアリスムのことだと思っている向きがある…。 

20世紀になると、「芸術写真」と「ドキュメンタリー写真」の２つが欧米の美術界で扱

われるようになるのです。アメリカでは芸術写真を「ファインアート」として好まれ、市

民の需要が大きく、その市場が発展したのです。1940 年にはニューヨーク近代美術館にお

いて正式に写真部が設立され、美術館にも写真が収蔵されるようになったのですが、日本

では、それをさかのぼる 25年前の 1915 年に、東京美術学校(現在の藝大)に臨時写真科が

設置され、優れた写真家「中山
なかやま

岩
いわ

太
た

」を輩出しているのですから、日本の写真界も捨てた

ものではない。 

その後、アメリカでは写真を「ファインアート」として広く受け入れ、ギャラリーでの

展示が一般的となっていったのです。 

□芸術写真（ファインアート）の誕生と普及 

1970 年代後半までの芸術写真といえば、ヌード、ポートレート、風景が大半をしめてい

ました。芸術写真に変化が現れたのは 1970 年代から 1980 年代にかけてでした。この時代

に「サリーマン(Sally Mann 1951年 -)」、「ロバート・メープルソープ（Robert Mapplethorpe、

1946 年- 1989年）」、「ロバート・アーバー(Robert Arber)」、「シンディー・シャーマン（Cindy 

Sherman、1954 年- ）」といった新しい芸術写真家が続々と登場したのです。 

 

サリーマン         メイプルソープ       ロバート・アーバー          シンディー・シャーマン 

この時代は近代美術から現代美術への移行期で、コンセプチュアル・アート(Conceptual 

art/前衛芸術運動)であり、アイデア・アート Idea art、概念芸術や観念芸術とも呼ばれ

る)、パフォーマンス・アート(performance art/芸術家自身の身体が作品を構成し、作品

のテーマになる芸術)、インスタレーション(Installation/特定の室内や屋外などにオブジ

ェや装置を置いて、作家の意向に沿って空間を構成する芸術)などさまざまな表現形式が多



様になったのです。こうした状況で写真の重要性も増し、写真も積極的にファインアート

として組みいられるようになったのです。 

 
サリー・マン             メイプルソープ            シンディー・シャーマン 

 
荒木経惟                植田正治              ジョエル・ピーター・ウィトキン 

 
ヘルムート・ニュートン         細江英公              マン・レイ 

□写真はアートか、の問題? 

「アート」とは何かの解釈自体が曖昧模糊としている現代、「写真」についても同じこ

とが言えるのです。だから写真はアートだとか、写真はアートではないとかの断言は難し

くなっています。「写真」も「アート」の歴史の中で語られてきている以上、その影響があ

るのは当然かもしれない。歴史的に写真芸術には、どういった作品が作られてきたかを見

れば、はっきりしてくるかもしれません。そこで視点を変えて、考えてみましょう。 

①科学技術としての写真 

歴史的は、写真は科学技術と言えます。原型は、美術の道具だった「カメラ・オブスキュ

ラ」。映し出される映像を定着させたのが、科学技術としての写真である。 

②ＩＤＥＡ(理念)を求める写真 

ナダール(Nadar 1820年- 1910年）は、気球に乗ってパリを空中撮影したり、市民が見た

こともない地下墓地を人工照明で撮影するなど、自らがプロデューサーとなって写真を撮

った。そのような純粋な職人仕事が尊重されたりしたが、写真芸術は「ＩＤＥＡを求める

写真」であり、それが芸術写真だと信じられるようになる。 

写真芸術としては、絵画的なデザイン写真が流行っていたが、1932 年から 1935 年にかけ

て活躍したアメリカの「f/64 グループ」の写真家たちは、現実の複製像であることが「写

真」の IDEA、アイデンティティであるとしていた。つまり「写真」とは、画家が筆を握る

https://www.artpedia.asia/sally-mann/
http://www.ggccaatt.net/2015/02/18/荒木経惟-私写真家宣言/
http://www.ggccaatt.net/2015/05/25/植田正治-砂丘と幻想/
http://www.ggccaatt.net/2014/09/11/joel-peter-witkin/
http://www.ggccaatt.net/2016/01/13/ヘルムート-ニュートン/
http://www.ggccaatt.net/2014/09/11/eikoh-hosoe/
http://www.ggccaatt.net/2014/06/10/manray/


ように写真家がカメラを握り、画家が絵を描くように写真家が撮影現像プリントを行うも

のであると考えたのである。そのメンバーであった「アンセル・アダムス（Ansel Easton 

Adams II, 1902 年- 1984 年）」は上手い例えでそのコンセプトを言い表している。「ピアノ

の演奏をする時のピアニストは、作曲された作品を再現して音楽にするのだが、その時、

ピアニストの持てる最高の技術を駆使して音楽を具体的な音として表現するに似ている」

と言っている。写真も対象物である自然をそのまま写したのでは、芸術には成りえない。

楽譜通りピアノを弾いても音楽表現には成りえないからです。なぜなら、芸術の反対語は

自然であり、自然そのままでは芸術にならないという訳です。芸術にするためには複製映

像づくりの最高の技術を駆使して、作品としての推敲を重ねた写真に仕上げなければ写真

芸術にはならないと言う事です。 

 こんなことは、写真家と自認する者であれば、誰でもが基本的に持っている思いであろ

う。普遍のＩＤＥＡ芸術、ＩＤＥＡを求める写真こそが芸術写真だと考えられる。 

③デザイン(常にヒトを中心に考え、目的を見出し、その目的を達成する計画を行い実現化する)を問う写真 

写真の初期段階で、そのスタンスが完成したかのように思えますが、社会の進化の中で写

真家たちは「個性」の探究をして行くようになります。それが「個性とデザイン芸術」と

しての写真の隆盛を促進したのです。その中には、絵画的なデザインと写真的なデザイン

の流れが生れます。絵画的なデザインこそがピクトリアリスムであり、現代にまで連なっ

ています。この時代の作者に「エルンスト・シュナイダー」がいます。その作品は、絵画

的なポートレートが印象的であり、今風に言えばインスタ映えのするものであるのですが、

相当難しい技術が必要だったと想像できます。しかし、一度は退潮して行きますが、広告

写真などの作法の中で受け継がれ、さらに最新のデジタル技術によって再度見直されてき

ています。そして、「個性とデザイン芸術」としての写真に、「写真的なデザイン」があり

ます。その代表格は、「アンリ・カルティエ＝ブレッソン（Henri Cartier-Bresson、1908

年- 2004 年）」です。つまり写真的なデザインとは、「決定的瞬間」のことです。 

④「決定的瞬間」とはなにか？ 

写真家はどこで「個性」をだすのかといえば、画像づくりが総てです。無限に持続する時

間の中で、どの瞬間を切り取るか、どの画像を選ぶのか、その選択の仕方こそが「個性」

なのです。「決定的瞬間」などと聞けば、今は言い古された言葉ですが、カメラの小型化に

よって生まれたものあり、現代では連続撮影機能で容易く手に入れることが出来ます。 

私達が考える写真は「個性とデザイン芸術」としての写真のようです。さらに「写真」と

はデザイナーたる写真家の個性・センスを見せるものかもしれません。「デザインを問う写

真」、それこそが今の時代の写真の在り方だと言えるはずです。 

⑤複製技術との邂逅としての写真 

現代は＜デザインを問う写真＞が大半を占めている。デジタル技術で逆襲する広告写真の

絵画的なデザインと、老舗感を漂わせる報道写真の瞬間デザインは…。 

「個性とデザイン芸術」を再度考え直すと、どちらかというと絵画的にデザインされた写

真の方が理解しやすいのではないでしょうか。逆に瞬間デザインには疑問符が付きまとい

ます。幸運だけではない職人技術が本当にあるのか？さまざまな選択も別人が行うのであ

れば「個性」なんて吹き飛んでしまう。 

「決定的瞬間」問うことよりも、むしろ「写真とはなにか？」「現実の複製像である写真と

はなにか？」という疑問を思わなければなりません。 

1920 年代の現代アートとしてあった「シュールレアリズム(surrealism)」、それを写真で

表現しようとしたフォトグラム(photogram)。フォトグラムとは印画紙の上に直接物を載せ

て映していくという、シュール(超現実的な)という言い回しの作品形式。その作者がマン・

レイ(Man Ray, 1890 年- 1976 年）です。 

ところで、ここでいう「シュールレアリズム」とはなにを意味しているのでしょうか？ひ



とことでいうと、現実の被写体をその複製像である写真として提示しながら、その背後に

透けて見えるより上位の現実（＝シュールレアル）を表現する手法というような意味にな

るでしょうか。 

「上位の現実」、時代を表現するのが「複製技術とのめぐり逢いとしての写真」であり、現

代アート写真と呼ぶべきものなのでしようか。全ての写真が現代アート写真に値するか否

かを決定するのは鑑賞者次第ともいえます。鑑賞者側の判断に委ねられるということにな

ると、現実の複製像である「写真」とは、「アート」の中でも特殊な立ち位置を持つことに

なります。 

という訳で、写真表現と芸術活動は連動するものなのか、しないものかの判断は難しい問

題を抱えているようです。 

 

進行 

2020 

9/6(日)13:30～ 

倉吉市文化活動センター 

〒682-0817 倉吉市住吉町 77-1 

℡&Fax 0858-23-6095 

 [Ⅰ]交流コンサート 13:30～ 

出演       

ソプラノ            ピアノ 

  佐々木まゆみ    新田恵理子 

協力／鳥取オペラ協会 

[Ⅱ]シンポジウム 14:00～ 

   ～写真表現と芸術活動～ 

① 基調提案(シンポジウム・コーディネータ) 

・芸術とは何か 

・写真する事とアートの可能性とは 

・ファインアート 

・写真はアートかの問題 

② シンポジストのオピニオン・プレゼンテーション 

  元貞常(ウォン・ゾン-サン)氏(自作を語る/写真を撮る意味) 



   韓国江原道春川市在住写真家 

  福島多暉夫氏(写真作家は芸術を求めるのか) 

   写真家(米子市写真家協会顧問・JPA理事) 

  筒井宏樹氏(芸術が社会にもたらすもの) 

   近現代美術史家(鳥取大学地域学部准教授) 

  安養寺亨氏(写真作家から見た写真表現の可能性・芸術行動の在り方) 
   写真家(植田正治写真美術財団理事・JPA 会員・伯耆町在住) 

 

③ シンポジウムの流れ 

1.芸術表現としての写真の意義と可能性について 

2.写真は何を撮ってきたのか、何を撮ろうとして来たのかについて 

3.写真の機能は、表現手段のツールとしての有効性と限界 

4.写真でしか出来ない芸術表現について 

5.まとめ コーディネーター／計羽孝之 

 



令和 2年度「芸術たのしみひろば」開催業務実績報告書 

シンポジウム「写真表現と芸術活動」の報告 

1 委託業務実施時期 

 令和２年９月６日(日) 

2 業務結果の概要 

(1) 開催概要        

日時:令和２年９月６日(日)  時間:13:30～16:30 

場所:倉吉市文化活動センター1F第1活動室 〒682-0817 倉吉市住吉町77-1 

(2) 開催概要 

○シンポジウム「写真表現と芸術行動」2020 

９月６日(日) 

11:50  シンポジウム打ち合わせ会(白壁倶楽部) 

12:30  昼食(白壁倶楽部) 

13:30  ウォン・ゾン・サン写真展ギャラリートーク(計羽孝之) 

13:40  ミニコンサート(出演/鳥取オペラ協会ソリスト) 

    ソプラノ/佐々木まゆみ  ピアノ/新田恵理子 (添附プログラム参照) 

会場移動⇒1F 第１活動室(シンポジウム会場) 

14:00  県文連主催「芸術たのしみ広場」シンポジウム～写真表現と芸術行動～ 

            主催者を代表して県文連会長の小谷幸久氏、 

主管団体の倉吉文化団体協議会副会長の中川端月氏に挨拶して頂きました。 

○経緯 

鳥取県と韓国江原道は久しく国際交流を続けています。そんな中で、今年度は江原道の写真家「ウ

ォン・ゾン-サン氏」をお招きし、ウォン氏の写真作品を国際交流展として倉吉市文化活動センター

にて開催(2020.9.1～29)し、その中心事業として、委託事業「芸術たのしみひろば」シンポジウム

《写真表現と芸術活動》を催しました。しかしながら、新型コロナ感染症防護のため、国際線空路

が閉鎖され、ウォン・ゾン・サン氏の来日が叶わず、氏を抜いた陣容で事業展開いたしました。ま

た、コロナ対策として、シンポジウムの入場者数が制限された事などもあり、少人数開催となりま

した。 

○目的 

 毎年のシンポジウムは、お招きする写真家それぞれの作風に合わせてテーマを設定していました

が、今年度はこれまでの集大成として「写真表現と芸術活動」とし、現代写真の在り方を模索する

ものになりました。県内には、現代写真を志す写真家もおられますが、シンポジストに依頼しまし

たが参加して頂けず、残念な会となりました。しかしながら、現代写真と改まって言うまでもなく、

現代アートの範疇で作品を制作しておられる写真家の参加が叶い、充実したシンポジウムになりま

した。また、近現代の美術史を専門とされる鳥取大学の筒木宏樹先生の参加を得て、これまでにな

い新しい視点での芸術活動の在り方が示され、これからの写真家の行動規範を占う問題提起もあり

ました。 

 参加者 合計 58名 

ギャラリートーク(21名)、コンサート(15名)、シンポジウム一般参加(14名)、パネリ

スト(3名)、コーディネーター(1名)、進行(1名)、受付業務(3名) 

 

事業実施の成果 



今回のシンポジウムは、通算６回目を迎えました。これまで開催してきたシンポジウムの総括を

目指していましたが、コンテンポラリー・アートという概念に到達し、新しい写真の世界が拓かれ

てしまったように感じています。そんな訳で、今後の写真芸術の在り方を更に求めなくてはならな

い状況に陥ってしまいました。 

当日は、午後1時30分より、ギャラリーにて「ウォン・ゾン・サン氏」の展示作品について、来

日のかなわなかった氏に代わって、コーディネーターの計羽孝之がトークしました。 

続いての交流コンサートでは、鳥取オペラ協会のソプラノ「佐々木まゆみ氏」とピアノの「新田

恵理子氏」のお二人によるサロンコンサートが催され、高いレベルの演奏に賞賛が寄せられました。 

そして、午後２時よりシンポジウムが開催致しました。 

 

□シンポジウム・スタート(「写真表現と芸術活動」報告) 

 県の委託事業と言う事で、コロナ感染症予防措置を完全にクリアするため、通年とは、かなり違

った催し物となりました。 

まず、第一は、毎年ご招待している韓国江原道春川市の写真家(今年はウォン・ゾン・サン氏)が来

日出来なくなり、シンポジストが一名減となったこと。 

第二は、春川市の写真家を歓迎して開催するギャラリーコンサートが、三密を考慮し、観客縮小を

図ったこと。例年では会場のギャラリーに聴衆が入りきれず、正に鈴なり状態であったのが、こと

しは15席限定といたしました。 

第三は、毎年 40 席が満員となるシンポジウムの会場を、20 人限定とし、シンポジスト４席に聴衆

16席限定での開催が余儀なくされました。今回はそんな意味で、県内の写真作家に幅広く広報した

いと、出来るだけ詳しいシンポジウムの報告をさせて頂きます。 

初めに、シンポジストの自己紹介をしていただきました。 

○シンポジストの自己紹介 



 

福島多暉夫氏は米子市在住の写真家で米子市写真家協会の名誉会長であ

り、全国組織ＪＰＡの前理事を務めるなど精力的に作家活動をされてい

ます。又、米子市美術館後援会の会長を務めるなど、美術家として強い

リーダーシップをとっておられます。 

 

 

 

 

 

  

 

 

○基調提案に至るまで 

 当初、写真の誕生から、近現代に至る写真の系譜を追う基調提案を用意していたのですが、シン

ポジストの福島氏から、もっと短く核心を突いたものにしませんかとのご指導があり、基調提案Ⅱ

として「写真表現と芸術活動」を、現代写真という視点でとらえ、提案させていただきました。 

 今回のシンポジウムは、これまで継続して来た日韓親善写真家交流の集大成としての位置付けで、

今年の３月頃から具体的な企画に取り掛かりました。そして、シンポジウムの大雑把な筋道を立て、

シンポジストの選定に入りました。この企画に第１回から継続して参加して頂いている米子市の写

真家「福島多暉夫氏」を中心に置き、今回のテーマである芸術表現について、美術の歴史的背景の

専門家であり鳥取大学地域学部で教鞭を執られる筒井宏樹先生に教えを乞いたいと思った訳です。

更に、過日、50年以上も前に鳥取市で行われた「スペースプラン」活動の記録集(筒井氏著作)の出

版記念会で出会った写真家「出村雅俊氏」を、スペースプランの推進者だった「船井武彦氏」より

パネリストに最適と推薦を受ました。そこで彼を調べていたところ、２０１４年９月９日付の日本

海新聞に「鳥取・三つの写真展～さぐり、たどる。～」と題する池本喜己氏のコラムが掲載されて

いたのを思い出しました。また、この展覧会は鳥取駅前のギャラリー「そら」で開催されたのを、

私は既に見ていたのです。その時は、三人とも現代を写すというコンセプトは感じられたが、それ

安養寺亨氏は伯耆町在住の写真家です。植田正治写真美術財団理事や

ＪＰＡの会員として活動し、モノクロの写真を愛好する現代の写真家

です。 

筒井宏樹氏は鳥取市在住で、鳥取大学地域学部の准教授です。近代

美術史家として教鞭に立ち、現代美術の在り方について優れた識見

をお持ちの方です。 

 

 



を表現するに必要なスキルが、師匠の池本氏に遠く及ばず、身悶えしているように見受けられたも

のです。そんな中で、最も強烈な個性を見せていたのが出村氏であったのです。そんな出村氏に「写

真の今」を述べてもらうには最適任との白羽の矢をたてたのですが、残念ながらお断りされてしま

いました。ところで、出村氏にシンポジストを依頼する過程でのやり取りが、シンポジウムの真髄

に触れるものがありました。つまり、出村氏は、私の書いた基調提案のエスキースは近代写真の範

疇であり、出村氏の目指しているのは現代写真であるとの事でした。更に「その違いを、大勢の人

にわかりやすく伝わるように話すことは、無理です。難しい内容になります」と言われたものです

から、理論派を自称する私にとって「つっこみ」たくなり、「私は、近代写真と現代写真の違いが良

く解りません。もし、よろしかったら、現代写真の事について教えていただけないでしょうか。」と

意地悪く問いかけた。そこで返って来たのが次の言葉です。「近代写真の多くは、作家の個性や美意

識の表現を主眼とするものです。機材やプリントなどの技術面へのこだわり（表面的な美）が強い

ことも特徴的であるといえます。それに対し、現代写真とは、社会との関わりを重視し、自分を取

り巻く社会や、世界の情勢、時代や歴史などについて、何らかの問題や作家の考え方を提起するも

のです。また、実際の制作よりもコンセプトが重要となるため、中にはトーマス・ルフやソフィ・

カルのように自分が撮影せずインターネットの写真や他者が撮った写真を用いる写真家もいます。

現代の社会において、写真を撮るということは誰にでもできる行為です。ＳＮＳ上にも毎日、無数

の写真が溢れています。それだけに、何を考えて撮るかという行為がとても大切になってくると思

います。写真のあり方はますます多様化していきますが、大まかに言えば以上のようなことではな

いかと思います。」と、あまりにも見事な回答を得て、びっくりしてしまいました。「自分の個人的

な意見」だと謙遜しているが、これは写真界で語られる現代写真の普遍的な見解であり、現代美術

の評論家の見解と全く同じです。 

 この内容を補足し、誰でもが解り易い記述を試みたのが基調提案Ⅱになったわけです。 

つまり、美術愛好家なら誰でもご存知のマルセル・デュシャンの「泉」以降、作品の本質は、「技

法」ではなく「考え方」になったと言う事。「コンセプト」が大事だと。周囲との関係性によって成

立するもの(どんな関係成かが問題)だと。絵画の世界では、アート自身がこれまでの形而下的なも

の(技法)から形而上なもの(考え方)へと移って行ったのですが、今日的なアートとしての写真は、

私の提示したエスキースにも時代を追って紹介している通り、近代のみではなく、現代の写真に至

る経過を書き、コンテンポラリーアートとしての写真を再確認しなければなりません、としたため

た。 

 というような訳で、シンポジウムで話し合いたいのは「現代写真とは、社会との関わりを重視し、

自分を取り巻く社会や、世界の情勢、時代や歴史などについて、何らかの問題や作家の考え方を提

起する。」その方法論ではないかと考えました。しかし、この考えは、ほとんどの表現者が些少の違

いはあっても持っている姿勢だと思います。「実際の制作よりもコンセプトが重要」というのも、現

代の表現者にとっては、誰でも考えることです。「現代の社会において、写真を撮るということは誰

にでもできる行為です。」それぞれの表現者が何かを考えて撮っているはずなのです。写真の世界は

多様化し、混沌の中にあります。そんな中で現代の写真による表現活動の指針を模索したいとの思

いと方法論が、今回のシンポジウムです。 

 そうは言っても、かなり大勢の写真家(？)達は、アート写真を撮っているつもりでも、アートの

抜け落ちた「写真」しか撮っていないと私は見ています。作品の本質であるコンセプトの提示をし

たというだけでは、アートになりません。このコンセプトは一般的に分かり辛いものです。段階的

な作品たちの変遷の中で、心がどう動いたのかの積み重ねがなければ、訳が分からないものです。

私が言いたいのは、そんな難解さを隠れ蓑にした｢コンセプトを装った写真｣の多さを嘆いているの



です。そして、現代の写真という概念がすっかり崩れているのに気が付かない表現者たちに、何ら

かの警鐘と刺激を提供できればと願っているのです。 

と言う事で、出村氏は断念しました。そんな折、福島多暉夫氏より米子で活動する写真家「安養寺

亨氏」を紹介されました。 

 

安養寺氏の作品は、一見すると静謐なだけの、ただの風景写真に見えます。しかし、モノクロムで

作画された作品には、地域社会との関わりを重視したコンセプトが、明確に提示されています。過

去や現在の自分を取り巻く社会に対する強烈なノスタルジーを提起する写真は、難解さを全く見せ

ず安養寺ワールドを創っており、シンポジストに適任だと期待し、依頼した訳です。という訳で、

今回は以上の三氏に、現代の写真を語っていただきました。 

基調提案Ⅰ、Ⅱについては、別紙にて報告いたします。 

  

○基調提案 

 この写真はまさに絶景です。とにかく美しい写真です。まさに、オリジナリティのある上手な写

真ですが、こんな写真はネット上に「ありふれて」います。これは、きれいなだけで何らかの問題

や作家の考え方を提起しているとはおもえません。アートフォト(芸術写真)になるためには、まっ



たく「ありふれていない」ことが重要なのです。写真を見て、おもわず「あっ！」といってしまう

強烈なインパクトが必要なのです。写真を見て、おもわず「なんじゃこれ！」っと言ってしまう驚

きがなくてはなりません。たとえば、 

 

この写真を見たとき、「なんじゃこりゃ」と驚きました。海岸に流れ着いた発泡スチロールの｢浮き｣

だと気が付くまでに時間を要しませんでしたが、それが分かった瞬間に海洋汚染の問題が、美しい

海と陸の狭間で彷徨う人間の業に思えて戦慄させられました。画面上部に映る人影が大きく問題提

議しています。現代写真とは、まさに社会とのかかわりを重視し、自分を取り巻く社会・世界情勢

について作家の主張を問題提起していると痛感させる作品です。この写真には、作者「福島多暉夫

氏」のコンセプトが明確に込められています。 

 

ところで、１８３９年に写真が発明されて、ことしは１８１年目を迎えています。写真の世界も、



美術史に倣って「何を描いて来たか」「何をとらえて来たか」が多く語られました。美術の世界では、

マルセル・デュシャン(１８８７年～１９６８年)が１９１７年に制作した「泉」以前と以後で、美

術の概念が大きく変わったのです。つまり既製品の男性用便器にサインしただけのものが、美術作

品として提示され、「便器」を「泉」と設定することで作家の考え方を提起し、作品そのものよりは

その概念を問うていたのです。つまり作品の本質は技術や技法ではなく、「考え方」であると言う事

です。たちまちその影響は、美術界を震撼させ、コンテンポラリーアートの世界を開くことになっ

たのです。そして、当然写真の世界にも波及し、アートとしての写真の在り方を決定づけて来たの

です。 

写真は電子メディアに 

１９９０年代になると写真の中心的なイメージ機能は、電子メディアに移っていった。そうした

中で「写真の意味と特性に目覚める」者たちが、他ジャンルと結びつきながら新しい冒険をしてい

るというのが現代かも知れないのです。我々は、写真に対する考え方を、これまでと全く異なった

構造を持つものに変化したことに、未だ気が付かないのかも知れない。そして、様々な分野が生ま

れ、インスタレーション作品の時代になったのです。インスタレーションとは、作家の意向に沿っ

て空間を構成し変化・異化させ、空間を作品として体験させる作品のことです。これまでの写真芸

術は、絵画に似たものとして美術の範疇であったが、写真が銀塩からデジタルに変わり、写真その

ものの起原を問われる時代となったのです。全く新しい価値観の時代の「現代写真」はすっかりメ

ディア・アート化してしまっているのです。(画像がフィルムから電子データ化へ、そして様々なア

プリで加工され、インターネットに乗って世界中を席巻している。 

これまでの写真は、真実を写すとか、決定的瞬間を撮ると言われ、人間の現実感、人生観を支え

る根拠となっていたのです。この考え(保守的な思想)を後生大事にしたいのなら、時代に逆らい孤

立するか、時代に合わせる変容力が必要でしょう。 

これからの写真は、新しい可能性を模索するリモデルされた作品に、今まで見たことのない「何だ

ろう」という驚きが必須となるのです。写真をアートに変えるという「アートシンキングのトレー

ニング」が必要不可欠となるのです。きれいなだけの絶景や美しいだけの事象を捉えても、何らか

の問題や作家の考え方を示すことにはならないのです。 

写真の価値づけとは、アーチスト自身やキュレーター、ギャラリスト、パブリッシャー、批評家、

コレクター、オーディエンス共々が単なる傍観者ではなく、価値づけを行う共犯者となる時代であ

る。そんな中で創発的に、様々な価値が作られる時代が、現代なのかも知れないのです。アートシ

ンキングを経た作品たちは、コンテンポラリー(現代的)アートと呼ばれ、まぐれで良い作品は創れ

ないと言われる。何故、まぐれがないかと言えば、その価値の生成に確実なコンテンポラリーアー

トの戦略がなくては作品にならないからであり、アートシンキング、メタ思考(物事を一つ上の視点

から考える)が出来なければ、作家として自立できないからです。 

現代の写真作家はフォトグラファーではなく、フォトアーチストであることが必須であるべきで

す。写真には、生々しい描写、鮮烈な画像、強烈な個性、感性に生きる表現者の作品とならなけれ

ば、心をえぐるような作品には作れない。 

写真が意味を持つには、まず、大胆かつ繊細なフレーミング、鮮やかで独創的な色彩感覚、生活の

中で起こる物語の一瞬をとらえることなのです。そして作家は素晴らしい哲学を持つことと、作家

はコンセプトを掲げて作品を創らなければ現代の写真作品とはならないのです。端的に言えば、現

代のアートは、現実に存在する「もの」から「概念」の世界へ移行しているのです。アート写真と

は、写真ではなく、｢アート｣(コンセプト)こそが、「核心」とならなければ、優れた作品とはなれな

いのです。写真である前にアートでなければならないのです。少しくどいが、作品の核心はアート



自体であり、アート写真は、写真ではなく「アートなのだ」との認識から出発しなければならない

だろう。 

しかし、これまで考えられていたアート写真は、オリジナルで、上手い写真、きれいな写真、凄い

写真、つまり、技術の巧拙や美的満足が中心であった。しかし、現代ではそんな写真は、何処彼処

に溢れている。オリジナリティにしても、それぞれの作家としての作品は等価であり、オリジナリ

ティを尊重する何の根拠にもならないのです。 

それでは、何が大切なのかとの問いがある。アートの持つ稀少性なのか、独自性なのか……？現

代アートの判りにくさは、これまでの固定観念から著しくかけ離れているからです。それは、マル

セル・デュシャン以降の新しい観念に、己の凝り固まった無知が、新しい世界へ移行できなくさせ

ているからでしょう。分かりにくさとは、現代アートに出会っても、驚きの前提が多すぎて、美術

史のリテラシーが追い付けず、自分の理解の限界を超えているからです。そのリテラシーのリモデ

ルこそが、現代の写真家に一番望まれるのだが、唯我独尊の人が多すぎる。 

現代アートは、「コンテンポラリーアート」であるといったが、それを構築する中心的なコンセプ

トに、何らかの価値が必要なのです。つまり、その価値とは、固定概念を打ち破る「驚き」、つまり

驚きによって新しい意識に目覚めさせることに価値があるのです。その驚きに、二番煎じではなく、

常にパイオニアである事が大事なのです。過去のアートからの脱却し、アートが技、技術であり、

芸術・美術の重要な要素であった時代の概念を捨てることかもしれない。 

これからは、「どう撮ったか」の技法ではなく、デュシャンの革新的な「考え方」「発想」が作品

の本質となっているかどうかが問われる訳です。つまり、コンセプトの提示そのものがフォトアー

トの真髄ということなのです。 

新しい可能性 

現代の写真はカオスの中に埋没しているようにも受け止められています。しかし、この混乱は危

機でもあるが、貴重なチャンスでもあります。「現代写真アート」は、何の制約もない「まったき自

由」を手にしているのです。もしかしたら、それは「写真」に見えて、実はまったく似て非なるも

のかもしれませんが…。新しい概念でリモデル(改造)された写真を見て、「こんなものは、写真じゃ

ない！」と叫んだりしそうであるが…。写真をアートに変貌させるには、アートシンキングのスキ

ルは外せないし、アート写真を、単なる写真ではなく「アート」なのだと認識させるのは中々困難

かもしれません。鳥取県内でも、「コンテンポラリーアート」を目指す写真家の存在は知っているが、

彼らは、旧態然とした写真界の中では、未だ異端であるようです。その理由は「メタ思考」に欠け

ているからだと感じていますが、彼らは「無知の知」を知らないのだと思ったりもします。一枚の

写真が「コンテンポラリーアート」に変容し、新しい価値を生み出していくには、どうすれば良い

のかという難問があります。大事な事なので繰り返して述べますが、コンテンポラリーアートにな

くてはならないもの、それは「アートシンキング」であり、「メタ(より上位の)思考」が機能し、そ

れが物語として作品に内在しているかどうかが問われるのだ。 

コンテンポラリーアート界の巨匠、「荒木経惟、森山大道」たちに続いている、「ホンマタカシ」、「」、

「志賀理江子」たちは、見事な「メタ思考」をものしていると言われる。彼らを理解するためには、

たとえば「ジェフ・ウォール（１９４６～）」、「シンディ・シャーマン（１９５４～）」という、現

代写真アーチストで成功している写真家の戦略を学ぶことが重要となるであろう。また「ロバート・

メイプルソープ」にしても、「ヴォルフガング・ティルマンス」にしてもしかりである。そして、コ

ンセプチュアリズムを写真で成功させた「ソフィ・カル」の事例は大いに学びたいものである。 

 



 

  

今回の写真シンポジウム 

 今回のシンポジウムは、デジタルカメラの出現によって、写真の概念が根底から崩されてしまっ

たその現実を、直視したしました。基調提案Ⅱで述べたことは、従来の写真論では論じきれない新

しい考え方であり、美術史の流れと連動して芸術自体がメディア化した新しい写真の世界が拓かれ

ようとしているのではないかと思います。いまの時代に生きる私たちが、現代写真の現在を知るこ

とは、時代を知り、今の己を知り、社会に生きる意味をリモデルさせるのに大変有意義でないかと

思います。 

討論 

初めにシンポジストのオピニオン・プレゼンテーションでは、福島多暉夫氏が 50年に亘る写真作

家としてのキャリアを語り、安養寺亨氏がモノクロ表現に新しい写真の活路を見いだしていること

を語っていただいた。そして、鳥大の筒井宏樹先生は、芸術と資本主義社会の関係から、芸術の経

済論に及ぶ新しい視点の提案がありました。 

当初、シンポジウムの流れを 

Ⅰ 写真は同時代アートとして進化するのか 

Ⅱ 現代の写真とは 

Ⅲ 写真の機能は、表現手段のツールとしての有効性と限界について 

Ⅳ 写真が意味をもつこととは 

等と設定していましたが、この流れに拘らず、自由な討論となりました。(カッコ内は討論を踏まえ

コーディネーターの所感を述べたものです。) 

福島氏よりは、２０００年を境に写真は「アート写真」と「記録・生活・報道」などに分化されて

いったのではないか。そして、デジタル技術の浸透が新しい世界を切り開いた。つまり、これまで

の暗室作業が機械化(パソコン作業)されるというデジタル化の恩恵が、写真の世界に革新をもたら

荒木経惟 やなぎみわ 

シンディー・シャーマン 

ソフィ・カル 



した。写真の加工についてとやかく言う人がいるが、もともと自然界はカラーである。フィルム時

代のモノクロは、技術が進化していなかった為であり、自然界のカラーをモノクロムに加工してい

たと考えるべきである。当初から画像加工は存在したのだ。それを今更ながら、加工はしてはなら

ないなどと言うのはおかしなことである。その後カラーフィルムの時代に突入して現代に続いてい

る。(そもそも写真が誕生した時から、当時のビジュアル・ツールであった油彩画は色彩豊かであっ

た。しかし、写真の技術的な問題で、モノクロに留まっていただけである。１８３９年にモノクロ

写真がスタートし、１８４０年代からカラー化への研究が進み、１８６１年には実験室で試作され

ているから、写真はもともとモノクロであったとの言説は根拠がないのである。その内研究が進み

１９３０年代にコダクロームやアグファなど皆さんがご存知のカラーフィルムが登場するまで待た

ねばなりませんでした。) 

安養寺氏は、現在モノクロに特化した写真を撮っているが、現代のデジタル事情について三つの理

由をあげている。 

①デジタルカメラの機能を生かした撮影テクニックによって、これまでになかった可能性が広がる

事。②コンピューターにソフトによるレタッチでカラーを容易にモノクロに変換できる。③デジタ

ルプリント機器の普及で、作品発表が容易になった。(プリント用紙の使い分けが自由になる) 

そして、モノクロ作品についての制作のスタンスを語っていただいた。 

(デジタル時代になって、自然のままに、簡単に美しく撮影できるのである。それにもかかわらず、

カラーで撮ってモノクロに変換して全く異なる画像に加工している作品に出合う。今と言う時代、

デジタル全盛を踏まえて、あえてカラーをモノクロにするに、どんなコンセプトがあるのか、その

狙いは何か、との問題提起が必要であるかもしれない。福島氏によれば、現実の世界はカラーであ

る。それをモノクロにする事の意味が安易に考えられていないかの問いがある。単に白黒版画を模

しているだけではないのかの疑いが消えない。なぜなら、モノクロである必然性がない作品が多い

からである。色彩の彩度を低く(高く)していくとバルールの問題が消えて白と黒の世界となり、バ

ランスは容易に取れることになる。しかし、白と黒の世界である墨彩画のグラデーションは、あら

ゆる色彩を含み、白から黒への諧調の中で色彩があふれるのである。そんなモノクロ写真には滅多

にお目に掛かれない。まるで「ミニコピーフィルム(複写用)」で撮ったようなコントラストが、黒

墨一色の版画作品や切り絵と見紛う写真もあったりする。自然の豊かな色彩をモノクロにする事で、

表現の焦点を絞り込める利点は確かにある。そしてテーマをコントラストの強い画像として表現す

るには最適かも知れない。しかし、言ってみれば、カラー写真をモノクロに変換するというのは、

単なる技術や技法の問題であって、アート表現に直結しているわけではない。日本人は様式にこだ

わる習性があるが、この問題は単純無垢にこだわりを持つだけでは何も解決しないし、アート表現

にはならないのだが…。) 

筒井宏樹氏は、文化芸術環境を巡る現代の現状について、アートと資本主義の話から話された。 

(アートの世界でも、資本主義と同様に、需要と供給とのバランスによって、価格が決定されたり、

評価が決まったりすることを前提とするなら、作品は競争原理に基づいて、変動するものです。他

と異なる制作原理や優れた表現を持ち得る作品は、相対的にその価格と評価が上昇するもの。資本

主義的な生産様式は、ほとんど、新しさという価値が社会によって歓迎され、進歩主義的な思想の

元に、新しい様式や技法が追求されてきています。作家は、新しい表現を見出すために、歴史をひ

も解き創作のヒントを探したり、他国の美術の中に有力な表現のシステムが存在しないか文献を調

べたりして、来たのである。作家が独自な表現形式を見つけ出しても、市場に代表される社会的実

体(資本主義的な美術の仕組み)が存在しなければ、作家は自らの仕事を成し遂げることは出来ない。 

アートの価値が客観的な基準を持っているものではなく、偶然発生的に、新たな価値を産む、自己



言及的な構造であるから、作品が「価値」があるとされるためには批評的な言説が必要となるので

す。一旦「価値」が定着すると、批評的な価値判断よりも、市場の交換システムの方が強い力を持

つのです。) 

身近な問題として鳥取大学から芸術系の実技教員が削減されつつあることを報告された。鳥取県の

文化芸術を支えてきたのは何と言っても鳥大の先生方、卒業生よるところが大きい。美術分野では

洋画の「上田敏和氏」や彫刻の「石谷孝二氏」が相次いで退官され、その後に後任はない。音楽に

至っても作曲の「新倉健氏」が去り、今年度末には声楽の「西岡千秋氏」が退官予定であり、後任

はないらしい。鳥取県の英知の府であるべき鳥大から芸術家が消え去り、文化芸術の灯が消え去る

のではないかと不安である。との事であった。 

(倉吉市には短期大学もあるが、芸術家と呼ばれる方々の存在を知らない。なぜなら、大学の英知が

市井の生活に入り込む努力がなく、市民に何の影響も与えていないからだろう。誰かの様に「書を

捨てて街にでよ！」である) 

シンポジウムは、コンセプトをどう打ち立てるかの話から、技術論に脱線し、コーディネーター

の力量不足から、本来のテーマが話し合われないまま時を過ごしたかもしれない。しかし、これも

現代アートを支える写真という器を堅牢にするためのものであり、有意義であったと考えている。

２０１３年に始まって、今日までつながった写真シンポジュウムの集大成にしたいとの思いは、空

回りした感があり、次回に持ちこされたと感じています。そんな意味で、次年度以降も継続して写

真シンポジウムを開催したいものだと心に誓って、次年度以降にご期待いただきたい。 

 (文責 倉吉文化団体協議会 会長 計羽孝之) 

 

アンケート報告(シンポジウム) 

参加者１６人 回答者７人 回答率 43.7% 

■ご来場日  令和２年９月６日(日) 

■催し物名  芸術たのしみ広場 シンポジウム 

■性  別  男 7人 女 0人 

■職  業  会社員 3人(43%) 自営業 1人(14%) その他 3人(43%) 

■年  齢  50歳代 1人(14%) 60歳代 1人(14%) 70歳代以上 5人(71%) 

■お住まい  倉吉市 3 人(43%) 北栄町 1 人(14%) 琴浦町 1 人(14%) 米子市 1 人(14%) 

県外(岡山)  1人(14%) 

■告  知  友人 1人(14%) ちらし 3人(43%) ポスター 3人(43%)  

情報誌(倉吉市報)  1人(14%) 

■本日の感想 大変満足 4人(57%) 満足  3人(43%) 

■コメント  ○いろいろなお話が聞けて、楽しかったです。 

       ○写真は、奥が深くて面白い。芸術すべてに言えることかも知れないが、自分の世

界を表現することのできるようになりたいが、まだまだ勉強中です。大変意義深い

シンポジウムでした。又、機会があったら参加したいです。 

       ○写真の方も、かなり悩んでおられます。それで向上心が生れて、良いことだと思

います。 

       ○福島先生の「合成写真を付加とするのは眞家利恵がない。合成写真が深化しない

と写真表現の芸術は進化しない」の話は、良かった。｢作家の表現｣をいかにするか

の話が、良かった。 
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